
令和元年 10 月号14

大字 地番 面積
（㎡）

価格
（万円） 用途地域

東町 1 東町 1209-5 2,287.08 1,592 第一種低層住専

片岡 2 片岡 2106-32
-51 408.00 477 第一種低層住専・準住居地域

つつじが丘 3 乙畑 1393-274 222.51 436 第一種低層住専

木幡土地
区画整理
事業地

4 木幡 2569-12 248.59 452 第一種低層住専

5 木幡 2586-3 229.26 397
準工業

6 木幡 2586-5 229.40 397

7 木幡 2566-2 319.70 575 第一種低層住専

申込資格／
①都市計画法に規定されている用途地域にあった土地利
　用をする方
②土地引き渡し後、善良な管理を行う方
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「暮らし」のびのび定住促進
補助金制度をご活用ください。

　市では、マイホーム取得を応援しており、新たに
住居を求める方に対して、補助金を交付していま
す（たとえば…住宅新築＋用地購入で補助 60 万円。
さらに 18 歳以下の子どもがいる場合は 1人につき
5万円など）。制度を利用するためには事前申請が
必要です。詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ／都市整備課　☎（４３）６２１３
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申込・問い合わせ／総務課　☎（４３）１１１３
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急激な温度変化による心筋 塞
や脳 塞、めまいによる転倒…

浴室を衣類乾燥室としても
使えて便利 !て便利

脱衣所

ヒートショックに要注意！
主に 起こりやすい場所とは？

浴室暖房乾燥機
ヒートショック予防には…

浴室の暖
めも

ガスの力
で素早く

！

冬がすぐそこ。
寒い季節の死亡原因

浴室

　　令和元年 10 月号 15

　10月から新たに「空き家バンク」で「空き地」の取り
扱いを始めました。空き家を貸したい方、売りたい方の
登録のほか、住宅などを建てることができる「空き地」
を貸したい方、売りたい方の登録を受け付けています。

　自分にとって不要な「空き地」でも、必要としている
方がいるかもしれません。まずは都市整備課までご相談
ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　
申込・問い合わせ／都市整備課　☎（４３）６２１３

空き家・空き地利用者空き家・空き地所有者

空き家・空き地
を売りたい

空き家・空き地
を貸したい

空き家・空き地
を買いたい

空き家・空き地
を借りたい

現地調査

契約交渉

登録

募集

申し込み

情報提供

契約交渉

矢板市

県宅建協会

協定

【空き家バンクのしくみ】

　大規模な土地の取引には届出が必要です。一定面積以
上の土地について売買などの取引を行った場合に、国土
利用計画法に基づき、その利用目的などの届出が必要と
なります。
届出の必要な面積／ 
 ・市街化区域（矢板市にはありません）　2,000㎡以上 
 ・その他の都市計画区域　　　　　　5,000㎡以上
 ・都市計画区域外　　　　　　  　　10,000㎡以上

届出の必要な取引／売買、交換、共有持分の譲渡、営業
譲渡、譲渡担保、権利金等の一時金を伴う地上権、賃
借権の設定・譲渡など

届出者／権利取得者（土地売買の場合は買主）
届出期限／契約日から 2週間以内（契約日を含む）
届出書類／土地売買等届出書 2部（正本 1部、副本 1部）
問い合わせ／総合政策課　☎（４３）１１１２

※1筆の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上
　となる場合（一団の土地）には、個々の契約ごとに届出が必要です。

　土地と家屋（建物）には、固定資産税の課税に係る申
告制度や各種届出があります。次のような変更があった
場合、所有者は速やかに申告書・届出書を税務課へ提出
してください。

※関係書類は税務課にあります。市ホームページ「申請
　書配布サービス」からもダウンロードできます。
問い合わせ／税務課　☎（４３）１１１５

こんな場合に 必要なもの 説明 ･ 手続き

住宅用地の内容を
変更した場合

・住宅用地（変更）申告書
・印鑑

　専用住宅や併用住宅が建っている土地を住宅用地と言い、その面積に
よって特例措置が適用されます。住宅以外の建物（事務所、店舗など）
を住宅用にまたはその逆など、用途を変更した場合には、速やかに申告
書を提出してください。

土地の地目を変更
した場合

・土地（地目変更）届出書
・印鑑

　固定資産税の課税地目は、登記簿の地目とは別に 1月 1日（賦課期日：
課税の基準となる日）の現況で評価します。地目を変更した場合は、届
出書を提出してください。
※地目…土地の用途による分類（田、宅地など）

家屋を滅失・変更
した場合

・家屋（滅失・変更）届出書
・印鑑

　取り壊しなどで家屋がなくなった場合や、増改築などで家屋の種類・
構造・床面積などを変更した場合は、届出書を提出してください。

未登記家屋の納税義
務者を変更した場合

・未登記家屋納税義務者（変更）届出書
・新所有者および旧所有者の印鑑

　売買・贈与・相続などで登記をしていない家屋の所有者（納税義務者）
を変更した場合は、届出書を提出してください。

共有名義の代表者を
変更した場合

・共有代表者（変更）届出書
・新代表者および旧代表者の印鑑

　土地、または家屋が共有名義で、その代表者を変更した場合は、届出
書を提出してください。



令和元年 10 月号16

　10 月 1 日付けで、
櫻井  宣子さん（再任）
と藤田  一夫さん（再
任）が人権擁護委員
として法務大臣から
委嘱されました。
　任期は令和 4年 9月 30 日までの 3年間です。
●人権擁護委員は次の方々です（10月 1日現在）
　櫻井　宣子さん（長井）　　藤田　一夫さん（荒井）
　平山　和博さん（東泉）　　伊藤　史展さん（上町）
　岡本美代子さん（末広町）　和氣　ちかさん（木幡）
　富川　淳子さん（片岡）　　桑野　　厚さん（大槻）

●人権擁護委員その活動と役割
　人権擁護委員は、憲法で保障されている国民の基本的
人権（生命、自由および幸福追求など）の権利が侵害さ
れることのないように監視しています。
　また、人権についての相談業務や人権擁護のための
PR活動をしています。

　【人権相談】
　　日時／毎月第 2火曜日　9：30 ～ 12：00
　　場所／市保健福祉センター 2階  相談室　
問い合わせ／総務課　☎（４３）１１１３

　9月 30 日をもって辞職された矢板  秀臣前教育委員に
代わり、10 月 1日付けで宮本  福

よしの り

德氏が新たに教育委員
に任命されました。
　矢板前教育委員は、平成 27 年 10 月 1 日から、その
豊かな経験・知識と先見の明で市教育行政の推進にお力
添えいただきました。ありがとうございました。

教育委員会

問い合わせ／教育総務課　☎（４３）６２１７

役職 氏名 任期
教育長（再任） 村上　雅之 （乙畑）令和 4年 9月 30 日

委員

齋藤　良則（東泉）令和 2年 9月 30 日

岡　　友美 （乙畑）令和 3年 9月 30 日

池田　光代（立足）令和 4年 9月 30 日

宮本　福德（本町）令和 5年 9月 30 日
（敬称略）

宮本  福德氏略歴
昭和 38 年生まれ
昭和 61 年 3月　城西大学理学部卒業
平成 14 年 4月　（社）矢板青年会議所理事長
平成 15 年 4月　矢板小  PTA 会長

矢板小  学校評議員
平成 23 年 4月　矢板中  PTA 会長
平成 28 年 4月　矢板東高校附属中  PTA会長

　次期総合計画を策定するため、計画の素案づくりを行
う策定検討委員を募集します。
　この計画は、土地利用計画など将来の都市像や今後取
り組んでいく施策などを定めるもので、将来のまちづく
り指針となる市の最上位計画です。
募集人数／ 2、3 人程度
募集期間／ 10 月 1 日（火）～ 10 月 18 日（金）※必着
任期／ 11 月～令和 3年 1月頃
※会議の進行状況により変更あり
応募資格／
 ・市内在住の満 18 歳以上の方
 ・意欲的で他人の意見を尊重し、協調性のある方
 ・月1回程度（平日18：30から2時間程度）の会議に出
　席可能な方　※委員の都合により開催時間は調整可

応募方法／総合政策課窓口にある応募用紙に必要事項を
記入し、直接お持ちいただくか、郵送・ファクス・メー
ルのいずれかでお送りください。

そのほか／
 ・提出された書類により選考します。
 ・報酬、交通費などの支給はありません。
 ・応募の際に寄せられた個人情報は、本事業以外に使用
　することはありません。
応募・問い合わせ／　
　〒 329-2192  矢板市総合政策課（住所不要）
　☎（４３）１１１２　 （４３）２２９２
 seisaku@city.yaita.tochigi.jp

　　令和元年 10 月号 17

　養育里親とは、保護者のいない児童、または何らかの
理由で保護者が養育できない児童を自分の家庭に迎え入
れ、愛情を込めて養育してくださる方のことです。
　養育期間は、
①児童の社会的自立が可能になるまで
②保護者が児童を引き取れるようになるまで
　など、児童の状況に応じて異なります。
　養育里親になるためには、原則 6日間の研修を受講
していただきます。詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ／県北児童相談所　☎（３６）１０５８
　　　　　　子ども課　　　　☎（４４）３６００

　（一財）自治総合センターでは、宝くじの受託事業収入
を財源とした社会貢献広報事業を実施しています。市では、
宝くじの助成金で、リフト付きワゴン車など2台を購入し
ました。車種はトヨタハイエースとスズキエブリイワゴンで、
車椅子やストレッチャーのまま車で移動することができます。
利用できる方／
　市内にお住いの体の不自由な方や高齢者の方など
※リフト付きワゴン車は社会福祉協議会で貸出しています。
問い合わせ／社会福祉課　　　☎（４３）１１１６
　　　　　　社会福祉協議会　☎（４４）３０００

　「高齢になっても暮らしやすいまち」を目指して、現在、
全国の市町村で地域における助け合い・支え合いの体制
づくりが進められています。
　生活支援体制整備事業の背景や介護予防の視点から、
住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための取り組
み・活動事例などについて、先進地である高崎市のお話
を伺います。
日時／ 10 月 19 日（土）13：30 ～ 15：30
場所／文化会館  小ホール

申込方法／ 10 月 16 日（水）までに､ 高齢対策課また
は社会福祉協議会へ電話でお申し込みください。

申込・問い合わせ／高齢対策課　　　☎（４３）３８９６
　　　　　　　　　社会福祉協議会　☎（４４）３０００

演題／広げよう！おたがいさま～地域での支え合い
　　　体制づくりを矢板市でも始めましょう～
講師／高崎市第 1層生活支援コーディネーター
　　　目崎  智恵子氏

日時／ 10 月 17 日（木）13：00 ～ 15：00（12：00 開場）
場所／文化会館  大ホール
趣旨／交通安全意識の高揚を図り、事故防止に寄与する
ことを目的に開催する。

内容／
第 1部　交通安全講話　
第 2部　アトラクション（栃木県警察音楽隊による演奏会）　
参加資格／主催・協賛団体の会員、および趣旨に賛同する方

主催／・市シニアクラブ連合会
　　　・矢板地区シルバードライバークラブ
　　　・矢板地区交通安全協会
そのほか／入場無料。申し込みは必要ありませんので、
直接会場までお越しください。

問い合わせ／
　シニアクラブ連合会事務局（社会福祉協議会内）
　☎（４４）３０００



令和元年 10 月号18

　橋梁の老朽化対策や防災・減災対策の取り組みの一環
として補修工事を実施します。
　通行の支障となる場合もあるかと思いますが、ご協力
お願いします。
工事期間／ 11 月～令和 2年 1月末
工事場所／
①鹿島橋　  （鹿島町地内）
②田中内橋（長井地内）
③金精橋　  （下伊佐野地内）
問い合わせ／建設課　☎（４３）６２１２

　10 月 12 日（土）矢板小学校校庭で、市消防団が通常
点検を実施します。これは、消防自動車や消防器具など、
緊急時に備えて、不備や欠陥がないことを点検するとと
もに、団員の士気高揚を図ることを目的とし、一堂に会
して行うものです。自由に見学することができますので、
ぜひお越しください。

　なお、実施にあたり、当日朝 5：00 にサイレンを吹鳴
します。多くの方が就寝中の時間であるため、ご迷惑を
お掛けしますが、ご理解いただきますようお願いします。
また、火災発生と間違わないよう、ご注意ください。
問い合わせ／
　くらし安全環境課危機対策班　☎（４３）１１１４

（鹿島町地内）
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　産業廃棄物だけでなく、一般家庭から出るごみの焼却
も「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されて
います。法に反してごみの野外焼却をした場合、5年以
下の懲役、もしくは 1,000 万円以下の罰金、またはこれ
らが併科されます。
問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

■ごみ焼却の問題点
①においやすすにより壁や洗濯物が汚れるなど、近所
　の迷惑になります。
②発生した煙が道路交通の妨げになります。
③火の粉が飛び、火災の原因になります。
④ダイオキシンなどの有害物質が発生します。
■せん定した枝の処分について
　庭木のせん定枝を空き地などに放置しておくと、風
で散乱して危険です。また、ご近所トラブルの原因に
もなりますので、適正な処分をお願いします。

　　令和元年 10 月号 19

日時／ 10 月 29 日（火）・31 日（木）13：30 ～ 15：00
場所／生涯学習館  研修室（1）
対象／経営者、人事労務責任者など
定員／ 30 人　＊要予約　　参加費／無料
講師／栃木働き方改革推進支援センター
　　　アドバイザー　樽

たる

  陽子氏
申込方法／ 10 月 23 日（水）までに、栃木県大田原労
政事務所へ電話またはファクスでお申し込みください。

そのほか／
 ・セミナー終了後、「働き方改革」に関する無料相談会を
　実施します。
 ・両日とも内容は同じです。
申込・問い合わせ／栃木県大田原労政事務所
　　　　　　　　　☎０２８７（２２）４１５８
　　　　　　　　　 ０２８７（２２）５１０３

　市税等を納期内に納付している納税者との公平・均衡
を図るため、次の取り組みを強化しています。
〇家宅捜索
　自宅、事務所などに立入調査を行い、お金に換えられ
るものを差し押さえます。
〇自動車差し押さえ
　所有している車をタイヤロックやミラーズロックなど
で差し押さえます。
〇給与・預貯金・生命保険・不動産の差し押さえ
　勤務先、金融機関、保険会社、法務局などで調査を行
い、所有している財産を差し押さえます。
問い合わせ／税務課　☎（４３）１１１５

※捜索や差し押さえは、予告なしに実施します。

   タイヤロックをかけている様子　　   　ミラーズロックも導入中

〇浄化槽は維持管理が大切です
　浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装
置のため、微生物が活動しやすい環境を保つように維持
管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は、保守
点検、清掃および法定検査に分かれますが、浄化槽法で
それぞれ定期的に実施することが義務付けられています。
〇保守点検は登録業者に
　浄化槽の保守点検は、機械の点検補修や消毒剤の補給
などを行います。浄化槽保守点検業者の登録制度が実施
されていますので、登録業者に委託してください。保守
点検を行う国家資格者として、浄化槽管理士があります。

〇清掃は市町村長の許可業者に
　浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業（＝清掃）
は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行わなけ
ればいけないため、許可業者に委託してください。
〇指定検査機関の定期検査を受けてください
　浄化槽の使用開始後 3～ 5 カ月の間に、以後は 1年
に 1回、栃木県知事が指定した検査機関の実施する法
定検査を受けることが浄化槽法で義務付けられています。
問い合わせ／下水道課　☎（４３）６２１４
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　就学援助制度とは、経済的理由によって就学困難な児
童生徒の保護者の方へ就学援助費として、学用品費や給
食費などの一部を援助する制度です。
　今年度より就学援助費のうち、小・中学校に入学予定
の児童生徒がいる保護者の方に対して、「入学準備金」
を入学前に支給します。
対象／矢板市に住民登録があり経済的に困窮している小・
　中学校に入学予定の児童生徒がいる保護者の方
支給額／小学校：50,600 円　中学校：57,400 円
※金額は変更になる場合があります。

申請方法／
【来年度小学校に入学予定のお子さんがいる保護者の方】
　詳しくは、就学時健康診断時にお知らせします。
【来年度中学校に入学予定の児童がいる保護者の方】
〇就学援助費を受給しているご家庭の場合
小学 6年生後期分の就学援助費と併せて、3月に在籍
小学校から支給します。　※手続きの必要はありません。

〇就学援助費を受給していない場合
就学援助費の申請が必要ですので、在籍する小学校か
教育総務課へお問い合わせください。

問い合わせ／教育総務課　☎（４３）６２１７

　商品券購入引換券をお持ちの方は、10 月 1 日から次
のとおり購入、店舗で使用することができます。

対象者／
①令和元年度住民税非課税者（住民税課税者と生計同一
　の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者などを除く）
※商品券を購入するためには申請が必要です。
※住民税の申告をしていない方は、対象になりません。
②平成 28年 4月 2日～令和元年 9月 30日までの間に生
　まれた子が属する世帯の世帯主
※引換券（申請不要）は、世帯主宛に郵送されます。
そのほか／
 ・市役所から、ATM（現金自動預払機）の操作や振り込み
を求めることはありません。詐欺には十分ご注意ください。
 ・1月1日以降に矢板市に転入された方は、基準日時点でお住
まいだった市区町村が発行した購入引換券を

　矢板市の購入引換券と交換することができます。
 ・購入引換券の再発行はできません。
 ・詳細は、市ホームページをご覧ください。
問い合わせ／社会福祉課　☎（４３）１１１６

購入する

〇販売場所
　矢板郵便局、矢板本町郵便局、泉郵便局、
　片岡郵便局
〇販売時間
　9：00 ～ 17：00（土・日・祝祭日を除く）
〇販売期間
　10 月 1日（火）～令和 2年 2月 28 日（金）
〇販売額
　1冊 4,000 円（1枚 500 円・10 枚つづり）
〇購入限度
　1人 5冊まで（額面 25,000 円分）
※1冊ごとに分けて購入することもできます。

使用する

〇使用期間
　10 月 1日（火）～令和 2年 2月 29 日（土）
〇使用可能店舗
市内約 170 店舗で使用することができます。
使用できる店舗は、市ホームページに掲載し
ているほか、市役所、矢板・泉・片岡公民館
にてチラシを配布しています。

詳しくはこちら

　10 月 7日（月）～ 13 日（日）は「行政相談週間」です。
　国の行政への苦情や意見・要望、困りごとなどをお聴
きし、その解決や実現の促進を図るとともに、行政運営
の改善に役立てます。
問い合わせ／秘書広報課　☎（４３）３７６４

●巡回行政相談
　10 月 11 日（金）10：00 ～ 12：00   片岡公民館
　　　　　　　　　13：30 ～ 15：30   泉公民館
●定例の行政相談
　毎月第 1火曜日　 9：00 ～ 12：00   きずな館
　（※ 1月のみ第 3火曜日）

　　令和元年 10 月号 21

　中世の沢・豊田地区は、那須氏と宇都宮氏がせめぎ合っ
た最前線の場所でした。しかし、近世になると日光北街
道が開通し、宿場として繁栄を遂げます。
　健康ウォーキングをしながら、激動の時代を歩んだ沢・
豊田地区の文化財を見てみませんか？
日時／ 10 月 26 日（土）　＊荒天中止
　　　　8：50農村環境改善センター（沢 783）集合
　　　 12：00 解散予定
定員／ 40 人　＊先着順
参加費／ 100円（保険料・資料代）※文化財愛護協会会員は無料
見学地／沢観音寺、沢の馬市碑、湯泉神社　など
※歩行距離  約 3km
持ち物／飲み物、雨具、ウォーキングに適した服装
申込方法／ 10 月 23 日（水）までに、電話でお申し込
みください。

申込・問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

塩谷庁舎

旧西小学校

矢板高校

START-FINISH
矢板運動公園

ハーフ
折り返し

矢板市役所

JAしおのや

道の駅
やいたホーム

センター

矢板自動車学校

コンビニ

コンビニ

寺山浄水場

コンビニ

マラソンコース

給水ポイント

下太田交差点

泉小学校

旧長井小学校
トイレ

長井
りんごの里

2kmハ
ー
フ

3.5.10km

城
の
湯
温
泉

東
北
自
動
車
道

♨

10km
折り返し

5km
折り返し

3km
折り返し

2km
折り返し

N

　ランナーの皆さんへの声援をよろしくお願いします。
日時／ 11月 10日（日）10：00～順次、選手スタート
交通規制／ 10：00～10：30の間、幸岡交差点～カインズ
ホーム前交差点が交通規制されますのでご注意ください。

問い合わせ／生涯学習課スポーツ推進班　☎（４３）６２１８

日時／11 月 16 日（土）　※雨天決行
　　     8：30 集合　10：00 スタート
場所／矢板運動公園  陸上競技場およびその周辺
チーム構成／選手 5人と補欠 2人
参加資格／
 ・中学生以上の男女（男子・女子のみ、男女混成可）
 ・市内在住、在勤、在学している方が 1人以上いること
距離／ 1・5 区…3.4㎞　 2・3・4区…2.0㎞
参加費／ 2,000 円　＊当日集めます
※中・高校生のみのチームは無料
申込方法／ 11 月 8 日（金）までに、直接、生涯学習課
へお申し込みください。

※申込書は、生涯学習課窓口にあります。
問い合わせ／
　生涯学習課スポーツ推進班　☎（４３）６２１８
　陸上競技協会　小平　　 　   ☎０８０（５４９５）４３４２

　健康ウォーキングをしながら、自然豊かな上伊佐野地
区を再認識してみませんか。普段、何気なく見ている植
物名をグリーンアドバイザーの方に教えてもらったり、
その地に伝わるお話を語り部の会の方から聞いたりしな
がら、いにしえに思いをはせましょう。
日時／ 10 月 31 日（木）　＊荒天中止
　　　　9：00 郷土資料館集合
　　　12：00 解散予定
定員／ 20 人　＊先着順　　参加費／無料
コース／郷土資料館～上伊佐野地区～山縣有朋記念館～
上伊佐野地区～郷土資料館　※歩行距離  約 6.3km

持ち物／飲み物、雨具、帽子、汗拭タオル　など
申込方法／ 10 月 23 日（水）までに、電話でお申し込
みください。

申込・問い合わせ／泉公民館　☎（４３）０４０２
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

ツーリング COFFEESHOP
矢板駅前

住所  矢板市扇町 1-13-1　☎  0287（43）7207　駐車場  8 台

創業 50年を超えて
20年以上変わらない味

「牛すじカレー」

カレーの街やいた

イチオシ
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健康まつり
　この機会に自分のカラダ、見直してみま
せんか？
日時／ 11 月 3 日（祝・日）10：00 ～ 14：00
場所／市体育館
内容／
 ・からだの測定コーナー
　（体組成測定など）
 ・骨密度測定
 ・薬剤師によるお薬相談所
 ・保健師などによる健康相談　   ・歯科衛生士による歯の相談
 ・健康づくりみどりの会コーナー
 ・国保、後期高齢者医療コーナー（パンフレット・資料配布）
問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８

第 52回矢板市文化祭
　たくさんのご来場をお待ちしています。

問い合わせ／文化祭運営事務局（生涯学習課）
　　　　　　☎（４３）６２１８

日時 内容 場所

11月1日（金）
　　　  〜
11月3日（祝・日）

（1・2日）
  9：00～ 16：00
（3日）
  9：00～ 15：00

作品展 生涯学習館
体育室

盆栽展 生涯学習館
ロビー

華展 文化会館
大ホールロビー

11月3日（祝・日）
  9：00開場 
  9：30開会 芸能発表会 文化会館

大ホール
10：00～15：00 茶会 矢板公民館

第 42回福祉まつり
　障がいのある方もそうで
ない方も、子どもから高齢
者まで、ともに楽しみ、交
流を深め、また、ボランティ
アグループなどの活動を広
く皆さんに知っていただく
ために開催します。
　矢板保育園の園児によるオープニングセレモニーや泉
中学校の全生徒がステージイベントの司会や模擬店で大
活躍！矢板・片岡中学校の生徒もボランティアとして参
加します。ぜひお越しください。
日時／ 11 月 3 日（祝・日）10：00 ～ 14：00
場所／市体育館周辺駐車場
内容／ 福祉体験、福祉車両展示、模擬店、バルーンアート　ほか
問い合わせ／社会福祉協議会　☎（４４）３０００

図書館まつり

問い合わせ／図書館　☎（４３）５６６１

日時 内容 場所

11月3日
（祝・日）

   9：00～
  ※無くなり次第終了 本のリサイクル市

図書館
入口

 13：00～14：00
　（12：30開場 ）  人形劇 図書館

視聴覚室

第 3回消防まつり
日時／ 11 月 3 日（祝・日）
　　　　10：00 ～ 14：00
場所／図書館北側駐車場
内容／
　消防自動車の乗車体験など
問い合わせ／
　くらし安全環境課危機対策班　☎（４３）１１１４

※このほか、矢板小学校
　校庭・JAしおのやカン
　トリーエレベーターが
　駐車場としてご利用い
　ただけます。
※会場周辺の店舗への駐
　車は、ご遠慮願います。
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第 11回秋祭りを楽しもう／
　矢板地区子ども会まつり
　童心に帰って子どもやお
孫さんと一緒に遊ぼう。
日時／ 11 月 3 日（祝・日）
　　　10：00 ～ 14：30
場所／生涯学習館駐車場
　　　文化会館前広場
内容／模擬店、昔あそび（竹とんぼ・ベーゴマ体験）など
【ステージイベント】

問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

時間 内容

10：15 ちゅーりっぷ保育園 （和太鼓）

10：35 りんごの木（歌＆ダンス）

10：55 二区・四区お囃子会

時間 内容

12：00 なうろ～でぃんぐ（バンド演奏）

13：10 かしわ幼稚園（よさこいソーラン）

13：35 野州轟一番太鼓
14：20 お菓子まき

　　令和元年 10 月号 23

　泉地区の団体や泉公民館講座生など、地域が一丸と
なって盛り上げる「泉地域ふれあい祭り」を開催します。
　泉地区以外の方の参加も大歓迎です。ぜひお越しください。

そのほか／入場無料。直接会場にお越しく
ださい。詳しくは、市ホームページをご
覧ください。

問い合わせ／泉公民館　☎（４３）０４０２
　　　　　　＊月曜・祝日休館

日時 場所 内容

第 24 回泉地域
ふれあい祭り

10 月 26日（土）10：00～ 12：30
＊雨天時は 27 日（日）

泉公民館
泉保育所  駐車場

模擬店、バザー、子ども会ゲーム、藤工芸体験
グラウンド・ゴルフ、　など

第 39回泉地区
作品展

10 月 26日（土） 9：00～ 17：00
　　　27日（日） 9：00～ 13：00 泉公民館  集会室 書、絵画、切り絵、3D、藤工芸、盆栽　など

　日本遺産「明治貴族が描いた未来  ～那須野が原開拓
浪
ろまん た ん

漫譚～」の構成文化財である「矢板のリンゴ」は完熟
するまで樹につけておく「樹上完熟」です。このおいしい
リンゴを味わいながら、日本遺産について学んだり、矢板
のグルメを満喫したりするスタンプラリーを実施します。
期間／ 10 月 1 日（火）～ 12 月 1日（日）
スタンプポイント／市内の観光りんご園・飲食店、矢板
　武記念館、山縣有朋記念館、道の駅やいた　など
参加賞／日本遺産＆ともなりくんコラボグッズ
特別賞／リンゴ詰め合わせ、リンゴジュース・ジャムなど
そのほか／詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、
　お問い合わせください。

問い合わせ／泉交流協議会事務局（商工観光課）
　　　　　　☎（４３）６２１１

参加方法／
①「ココシル」アプリ（無料）をダウンロードする

②「ココシル」のアプリを開き、「日本遺産　明治貴
　族が描いた未来」を選択する
③ユーザ登録をする

　自分用はもちろん、奥さま
やお子さん、お孫さんなどご
家族へのプレゼントとしても
最適！矢板市の名産“りんご”
を使って生地から本格的な

アップルパイを作ります。初心者の方でも大丈夫！安心
してご参加ください。
日時／10 月 20 日（日） 9：30 ～ 12：00
場所／矢板公民館  調理室

定員／ 12 人　＊先着順、男性優先
参加費／ 1,500 円程度（1ホール持ち帰り）
持ち物／エプロン・三角巾・手拭タオル・ゴムべら・泡だ
て器・筆記用具・持ち帰りの箱や袋（20cm×20cm程度）
※お持ちの方は、ハンドミキサー・めん棒
申込方法／ 10 月 13 日（日）までに、電話でお申し込
みください。

申込・問い合わせ／矢板公民館　☎（４３）０４６９
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

理容＆美容サロン　Ｃ
ク オ ー レ

ＵＯＲＥ

完全個室なので
お子様のカットも安心
完全個室なので

家族みんなで
　行きたいお店

カラー・訪問カットは完全予約制となっております。
そのほか、料金・定休日など、お気軽にお問い合わせください。

〒329-2142
矢板市木幡1370-3 1階テナント　 電話＊070-4067-2687
営業時間＊9：00～ 19：00　　　定休日＊不定休

≪料金≫
 ・メンズカット　　　　 1,000円
 ・レディースカット　　 1,200円
 ・カラーのみ（ロング別料金）　2,500円

 ・前髪カット　　 500円
 ・訪問カット　　2,500円～
　（ヘルパー資格取得者が一緒にサポートします。）

詳しくはこちら


